
●ストレスマネジメント演習（P）
（清水、太田）332、334 62015

●プログラミングⅠ（PMSZ）
（糸川、宮﨑）242 10400

◆教養総合学Ⅰ（Q）
（安田）141 32455

●データ解析（PMSZ）
（糸川、宮﨑）242 10660 ◆教養総合学Ⅱ（Q）

（安田）141 32456
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●子どもの保健（S）
（今村）241 42065

●障害者・障害児心理学（P）
（伊藤）232 62029

●認知症の理解（Ｓ）
（高橋）233 42056

●動物心理学（P）
（菱村）324 62007

●医療統計学（M）
（笹川）331 51069●障害者福祉（S）

42101（西村）235

●スポーツ栄養学（Z）
（梶井）142 72014

●応用栄養学Ⅰ（V）※
（中村） 3101 15214

●健康・医療心理学（P）※
（松木、森本）232 62038

●病院管理学（M）※
（笹川）324 51032

●社会・集団・家族心理学A（P）※
（西村）321 62047

■哲  学（PMSZ）
（甲田） 10410

◇文　学（PMSZ）
（田野） 10420

●心理学研究法A（P）※
（清水、田中）332 62012

●保育者論（S）
（津川）235 42062

●多変量解析演習（P）
（小野寺）332 62021

■物理学（PMSZ）
（園田） 10530

◆文化人類学（PMSZ）
（村上）125 10450

●障害者心理学（S）
（赤井）125 42073

●基礎栄養学（V）※
（中村、長嶺、岡村）2101 15106

●障がいの理解（S）
（西村）121 42023

●スポーツ経営管理学（Z）
（森川）125 72003

●睡眠改善学（P）※
（田中、石原茂）332 62042

●ソーシャルワークの基盤と専門職（S）
42158（山口）233

●地域福祉と包括的支援体制Ⅱ（S）
（渡辺）233 42161 ●医学概論（S）

42152（山岡）231

42150

●社会福祉の原理と政策Ⅰ（S）
（仁志田）142

●社会保障論（M）※
（橋村、林）321 51004

●精神疾患とその治療Ⅱ（P）
（森信）341 62045

●高齢者福祉Ⅱ（S）
（佐々木）125 42163

●ソーシャルワークの基盤と
専門職（社会専門）（S）

42159（山口）141

●学習・言語心理学（P）
（菱村、杉本）232 62004

●医学・医療概論（M）
（江原）331 51005

●経営情報処理演習（M）
（丁井）第3情報演習室 52027

●レクリエーション概論（Z）
（奥田）234 72022

●児童・家庭福祉（S）
42165

●人的資源管理論（M）※
（橋村）252

（西村）141

51015

●レクリエーション演習（Z）
（奥田、市川）234、体育館
スポーツ実習室2 72043

●医療制度論（M）※
（林）241 51003

●会計学（M）
（景山）322

51025

●障がい者スポーツ演習（Z）

※一部日程変更を伴う場合があります
（鈴木、市川）多目的教室１、スポーツ実習室１72071

●経営学入門（M）※
（橋村、林）242 51001

●高齢者福祉Ⅰ（S）
42162（佐々木）125

●消費者心理学（P）
（西村、大西）321 62051

●福祉心理学（P）
（羽山）342 62040

●社会福祉の原理と政策Ⅱ（S）
（仁志田）142 42151

●就労支援
サービス（S）
（長谷部）144

42090

●経営組織論（M）※
（橋村）332 51011

●情報システム学入門（M）※
（金谷）242 51008

◆教養総合学Ⅲ（Q）
（安田）141 32453

●データサイエンスⅡ（PMSZ）
（宮﨑、糸川）242 10650

●地域福祉と包括的支援体制Ⅰ（S）
42098（渡辺）231

●マーケティング論（M）※
（成清）331 51017

●プログラミングⅡ（PMSZ）
（宮﨑、糸川）242 10670

●発達と老化の理解（S）
（梅田）141 42055

●ソーシャルワークの理論と方法Ⅰ（S）
42102（岡本）121

　

72020

62056

42078

42079

32454

72072

62044

42458

15126

15314

【東広島キャンパス】
　●学校保健（Z）［通年］
　（小林）

　●地域支援実習（P）［通年］土曜日集中
　（田中、久次、荒川、橋本清、正司、太田）
　※一部夏期休暇中実施のため掲示等要確認

　◆ウェルネスビジネス論Ⅰ（S）［前期］
　（正司、田中、橋本満、荒川、島内、久次、田川、橋本清）

　◆ウェルネスビジネス論Ⅱ（S）［後期］
　（正司、田中、橋本満、荒川、島内、久次、田川、橋本清）

　◆教養総合学Ⅳ（Q）［後期］
　（安田）

　●介護予防運動演習（Z）［前期］
　（溝口）

　●精神疾患とその治療Ⅰ（P）［前期集中］
　（森信）［4/22、5/27、6/24、7/8 予定］

　●子どもの食と栄養（S）［後期］
　（未定）

【呉キャンパス】
　●スポーツ栄養サポート論（V）［前期］
　（梶井、中村、浦）
　【2021年度以降入学生対象】

　●食育演習Ⅲ（V）［通年］
　（木村留、梶井、山口）

2023年度　横断プログラム対象科目　授業時間割表

期間外講義
（○印は必修科目）

開講期

曜日 時限 科目名

前　期

月

1

2

3

4

5

火

1

2

3

4

5

水

1

2

4

5

木

1

2

3

4

5

金

1

2

3

4

5

2020年度以降の学則適用者対象

《授業時間》

※期間外講義についての詳細は、
　後日掲示でお知らせします。

：選択可能科目

1時限 ９：００～１０：３０
2時限 １０：４０～１２：１０
3時限 １３：００～１４：３０
4時限 １４：４０～１６：１０
5時限 １６：２０～１７：５０

科目名

後　期

　

《開講学科（開講キャンパス）》
　Ｐ　心理学科（東広島） 
　Ｖ　医療栄養学科（呉） 
　Ｍ　医療経営学科（東広島）
　Ｓ　医療福祉学科（東広島）
　Ｑ　救急救命学科（東広島）
　Ｚ　健康スポーツ学科（東広島）

《記号説明》
　● ： 対面授業 
　★ ： オンライン（遠隔）授業
　　　（同時双方向、リアルタイムで実施）
　■ ： オンデマンド（遠隔）授業 
　◆ ： 対面・遠隔授業を併用（対面メイン） 
　◇ ： 遠隔・対面授業を併用（遠隔メイン） 
　▲ ： 試験のみ対面で実施
　　　（通常はオンデマンド授業） 
　▼ ： 試験のみ対面で実施
　　　（通常はオンライン同時双方向授業）

１． 横断プログラムとは
　横断プログラムとは、健康科学部、健康ス
ポーツ学部の各学科に配置されている科目を、
他学科の学生が横断的に履修し、自学科の学び
＋αの知識を身につけることで、自分の興味・
関心に合わせた自分だけの学びを学生自らが作
り出すプログラムです。他学科の授業科目を履
修し、他分野の知識を身につけることで、視野
を広げるだけでなく、自学科のみの学びでは取
得できない資格を取得することもできます。

２． 対象（2020年度以降入学生・学則適用者対象）
　健康科学部　心理学科（P）
　健康科学部　医療経営学科（M）
　健康科学部　医療福祉学科（S）
　健康科学部　医療栄養学科（V）
　健康スポーツ学部　健康スポーツ学科（Z） 

３． 履修について
 「横断プログラム履修要領」に記載されてい
る科目を他学科の学生が横断プログラムとして
履修することができます。ただし、科目によっ
ては履修人数の上限を定めているため、希望す
る全員の履修が許可されるとは限りません。な
お、科目については、履修状況等により適宜変
更することがあります。
     

４． 注意点 
 １年次生は自学科の授業時間割表「１年次」
欄に記載された授業科目のうち、必修科目は優
先して単位を修得する必要があります。必修科
目は登録されていますので、自学科の時間割に
記載されたとおり履修してください。また、網
かけした授業科目については、自己の選択によ
り履修してください。
 上位年次に進級するにあたっては、学科で定
められた進級要件を充たす必要があります。自
学科で定められた進級要件ならびに卒業要件を
充たすことを優先し、他学科科目は卒業までの
上位年次で履修をしてください。詳しくは「履
修申請要領」で確認してください。
 履修上限単位数について、原則、半期24単位
（年間48単位）となっています。横断プログラム
の科目についても履修上限単位数に含まれます。

授業時間割表の見方
1. 表示について（例）

2. 枠組みについて（例）

●健康・医療心理学（P）●動物心理学（P）
●応用栄養学Ⅰ（V）
同一時限に並列開講

１つの時限（１コマ）に２～４科目記入
している場合

担当教員名

開講学科1304◆文化人類学（PMSZ）
（村上）125 10450

授業コード
（履修申請等に使用）

授業科目名

教室番号

授業形態

※所属キャンパスと開講キャンパスとが違う場合はオンラインまたはオンデマンド対応することがあります。履修申請前に教務係を通して担当教員と相談すること。

�


